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_れた夜liや、連縲して»時間にわたるc使用は、騸 

康上好ましくありませんので避けてください。ごくまれに、 

iい％の南iiや、^威を受けたり，テレビ逢iiil在興たり 
t e 1/¢ してu «?んに く い utn * Hi 1 

している時に、一時的に筋肉のけいれんやM識の!！の 
し参4レけいけん U£ しPいけか r? .■ 

症状を経験する人がいます。こうした症获を_した人は、 

ゲームをする前に必ず医師と相談してください。また、ゲ 

ームをしていてvこのような症状が起きた場合には、ゲー 

ムを止めt医師の診察を受けてください。 

ゲームをしていて、手や腕に疲労，不快や痛みを感じた 
とff 节P*うly C い挖 3*かいかれ 
時は、ゲームを中止してください。その後も痛みや不快感 

が続いている場合は1医師の診察を受けてください。それ 
SCft U丨ぃ tf しj;うがい 〇 お か 
を慈った場合、長期にわたる障害を弓Iき起こす可能性があ 

Dます。他の要因により、手や腕の一部に傷害が認められ 

たり、疲れている場合にはtゲームをすることによコて、 

悪化する可能性があります。そのような場合は、ゲームを 

する前に医師に相談してください。 

ヴんころ がめ九 はな しよう 

健康のため、ゲーム画面からできるだけ離れてご使用くだ 

さい。 

長時間使用する時は、適度に1^してください。めやすと 

して1時間ごとに10〜15分の小休止をおすすめしよす.， 

スーパーファミコンをプ□ジェクシヨンテレビ（スクり 
匕ろ无ぃaろし芒 せコそc *■*. 

ン投影方式のテレビ）に接続すると、残做脱‘⑽[IMIいケ) 

が生ずるため、接続しないで<ださい。 
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アセUア曆XXX年世界fflユグドラシルが 
fiじ味つ wb•もと 3 e i; kい 

魘術の源となる“マナ’’を生み出していた時代 
5から 

その大いなる力を利用し 

世界を去Kせんとする願術醐がいた 

気高い精神と冷酷非個な性格をあわせち〇 

その男の名は"ダオス” 

しかしある冒険餐たちと 

不思議な2つのペンダントの力によ0 

ダオスは自5の野望とともに 

永連に封じ込められた 

世界は平稞を取り屏したかに見えた‘"… 
せかい へいISん 
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ザ，购满出**11能，*しい！ M 
! 臨塌磕たつぶ卩のサウンド、S¥ウイ丫人微底_ . 

こだわったてぁ 

Lした顏心ぱいのキャラJターたち。よりi勸 
卜 ふ/め 

めざし，鼉Bの園境でプレイが楽しめる！ 

4ゲーム内容 
辱 , 





します。Mしくはそれぞれのページを_んでください。な 
お，ここでのポタン操作はすべて初期設定の場合です。 

⑩ボタン 

(£)ポタン @ボタン 

ボタン 

Ninfendci 
_ super Famicom ⑧ポタン 

ボタン 

®)ボタン 

スタ-トポタン 

がめん 

メニュー画面 

+ポタン ■コマンド等の選択D 

馨ボタン ■，” 一_ .コマンド等の決定D 

⑮ポタン .コマンド等のキヤンUマップ 
画面へのt5]り換え。 

_®)ポタン. .武貝などのパラメーター表示，主 
人公の必殺技以外の特技の®角/ 

不麁用の切り換え。 
©ポタン/®ポタン ページのMり、Mu 

6•基本操作 



tfめん 

マツブ幽回 

+ポタン 
@ポタン 

物に接して•朮タン 

@ポタン 

⑧ポタン 
スタートポタン 

キャラクターの移動。 

会話^調直。レアバード（飛行機) 

に乗ってしるときは上昇と加速a 

參ポタンを押したまま移動する 

と物を動かすことができます。 

レアバード（飛行機)の下降。ジェッ 

トブーツ装備中の倍速移動， 

メニュー画面への切り換え。 

フイールド移動中はワールドマツ 

i 示のON/OFF。 

aんとうか »ん 

戦闘画面 

+ポタン 
馨ポタン 

參ポタン++ 

⑱ポタン 

⑬ポタン++ 

⑧ポタン 
®ポタン 
©ポタン/®ボタン 

C 7 せれた 

移動。コマンド等の選択， 

斬り攻撃（ダッシュ中はジャンプ 

攻撃)。コマンド等の決定。 

妾ぎkM。 

必殺技1、必殺技2。コマンド等 

のキャン12ルB 

必殺技3、必殺技4。 

コマンド表示。 
? か ターゲットの表示と切り換え。 

逃けfcいB向Iこ押し続けると 

(©は左、®は右)戦闘から離脱， 

また' 隊列に関係なく主人公を# 

動させtいときにも®用& 

スタートポタン ボー;C 

基本操作參7 



タイトル固面のときに+ボタ 
ンでモードを選び、癱ポタンか 

スタートボタンで读定してくだ 
さい。 

NEW GAME 初めて遊!:Siとき 
*しんこラ なまA 

主人公の名前を決めますs初 

期設定の名前でよければ+ボタ 

ンでカーソルを『けつrい」に 

合わせ、春ボタンを押してくだ 

さい。「これでよろしいです 

か？ jと表示されたら『はい』を選び、參ボタンで決定です。 

♦自分で名前を決めるときは？ 
ますカーソルを名前の欄に合わせ、籲ポタンを押してくださ 

い，力ーソルが艾tの欄に移ったら、文孛を選んで書ホタンで 

入％します。このとき©または®ポタンで、文字欄の表彔の送 

りと戻しができます。名前を人れ直すときは、#ボタンでカー 

ソルを名前の攔にMuもう一度®ホタンを押してください。 

♦コンピュータに決めてもらうこともできる 
「ランダム』を選んで響ホタンを押すと、自動的に別の名前 

に変わります。押すたびにいろいろな名前が出るので、気に人 

つたものがあつたら「けつてい」で進めrくださ(a 

S■ゲームの始め方とセーブ 



CONTINUE 
フづ あそ 

ゲームの続ぎを遊ぶと走 

ゲームをt—ブしrあるとき 

は、そのデータを□ードして続 

きを遊べます。データを+ボタ 

ンで選び、_ボタンを押すと 

「これでよろしいですか？jと_ 

いろ表示;び出ます。「はい」を選び、馨ボタンでスタート 

してください。 

※セーブについて 
かめん 

ゲームを□ー ドするには、メニュー画面の「tz—ブ」コ 
a fh マンドでデータを保存しておかないといけません&詳 

くは27ページを-んでください。 

SOUND MODE サウンドを楽しむとき 

ゲームのBGMや効果音を聴 

くことができます。普通に聴く 

だけでなく、いろいろな子ユー 

ニンヴを行うこともできるの 

で、ぜひ試してみてください。 

詳しくは10〜1]ページを参考にしr くださ(A 

n m M * 

.り rvpf _ mm 
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ゲームの始め方とセーブ#0 



グラ：?イツク 
イ3ライザー 

スぺクトラム 
7ナライザー 

き* くめい 

I曲名 

操作ボタン、または⑤ポタンか®ボタンで選曲します, 

I操作ポタン 
え今 

+ホタンで選び、Aホタンで実行します。 

► ■ DD ►► M M 
:Stitt て、し. w % u T" hi _次ゃおく ^ 8 f t 

▲ 
if i j： t 

選曲タイトル 
bど h< かめん 

(戻し）GSり）画面へ /再開 

■設定データ 

+ポタンの下で項目を選び、左右で変更しますD 

S.EFFECT •■効槩音の再生a 

OUTPUT 

□SP 

使用するテレビ等の出力に合わせます。 

MONAURAL (モノラル）STEREO(ステレオ) 

SURR〇UND(サラウンド）の3つがあります。 

残-如果の設定です。REVERB (リノトブ)は広 

がりのある残DRY(ドライ）は残響なし、 

20鲁サウンドモード 



PLAYTYPE 

LOOP 

BGM.V 

SJE.V, 

PAN 

TRANS 

PITCH 

PANDELAY (バンディレイ）は左右に残靨が 

動く効栗があります^ 

NORMAL (ノーマル）はMんだ被を演奏。 

CONT (コンティニュー）ば番芎順に達k 

RANDOM (ランダム）は白動的に選んで演奏。 

演奏回数（0にしたときはイント□演奏)。 

B GMのポリユーム。 

効果苕のホUュ_ム. 

ステレオでの左右のバランス， 

曲の音piを半s单©で変更します。 

曲のピッチをTRANSよりさらに細かぐ変更a 

■グラフィックイコライザー 
周波数桌i或ごとのレベルを設定します。ますtレクト 

ボタンを押し、次に+ボタンの左右で周波数を選び、上 

下でレベルを変更してください。 

•Mi! 
①使用するテレビがモノラルのとき、OUTPUTの設定を 

SURROUNDにすると正常に音が聞こえないことがありま 

T,モノラルの方はMONAURALに設定してください。 

©OUTPUT. BGMと効栗音のボリューム、グラフイツクイ 

コライザーの設定は、ゲーム中の音楽などにも影鑾します。 

@ダンジョンなどでは、苜が重要なヒントになつrいること 

もありますできるだけ音を聞きながらブレイしてください。 

サウンドモード拳J1 



•' 
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喊专鐘％ S滿 
泥贼敢祝 

B 

作調 
ぞ峰うしliT^J 

li3で主人2S 
K.こ _ 

込まれ 

はさま 

_iWJ ■丨丨| しようきよう 

车皞次の3タイプCD画面で行ねれ、状況に応 

に切り搀ねつたり、■い分けfcりします。 

f U:: JU= n °ooooooDaoDaoDQoQao° 

こするのがある村の風景で 

，:-^1 
,いす。このよラに斜め上かこ日I 

ifめん ifめfv よ 

ろす画面をマップ画面と呼び、 
もっと & «ん 

最もプレイの基本となります 
f1ら ザ J > 

村から岀ると、外にはさらに 

大きなマップが広がっています。 

このとき必要によってはワールドマップを表示させ、現在 

地を知ることもできます。ますこ' マップ上には町や洞窟な 

どがあり、その上を通過すると中に乂ることができます， 

I2•ゲームシステム 



跑氣陳磋し祕と 
—疇二:纖®^離 

_ま故 
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Hんと^pkj 

I戦闘■面笱 

i»teii __ 

•32〜39P 

，ントなどで敵とM 
，画面になります。 

アモーションバトル 
®[4v .パじんこ， 

とによって経験 

く成長していさます。 

ゲームシステム#13 



マップi■で®ポタンを»すとメニュー面面が表示さ 
れます。ここではパーティーの状態のチェック、隊列や 

命令の変更など、プレイの状況に応じていろいろな痗余 

を主人dたちに与えることができます。また、ゲームの 
セーブやポタン操作の設定などもできます。 

メニュー画面の見方は次のとおりです。また、マップ 

画面に戻すときは⑬ポタンを押してください。 

キャラクター 
ウインドウ 



かめん h TT ti： 1?? IJ 5 

面^のと操作法 

ンドウインドウ 

コマンドは+ボタンで_び、参ボタンで決定してくだ 

さしVとくぎ/そうび/アイテム/さくせん/たいれつ/ステ 

ータス/カスタム/tープの8__があります。各コマンド 

の内容については、16〜27ページを参考にしr ください。 

キャラクタ-ウインドウ 

現在パーティーに加わっているキャラクターの簡单な 

ステータスが表东されます。詳しいステータスを知りた 

いときは、24〜25ページ「ステータス』のコマンドを使 

つてください。 

LV……レベル HP ■.…ヒットポイント 

TP……テクニカルポイントEXP…経験值 

あといくつ…次のレベルに必要な経験值 

げんたい 
/ テイー全体のステータス 

げん#k つうさ气 W印九 
プレイタイム•…〃現在までの通算プレイ時間です。 

エンカウント……今までの戦闘回数です。 

ガルド.現&の所持金。ガルドはこの世界のお 

金の单色です。 
dんfv はL た tiの 

フード…，.，■現在フードサックに入っている食べ物 

の総量Dフードがあるとマップ上を歩 
(I% な C 

くだけでHPを回復できます。 

メニュー面画（1)拳J5 



とくぎ 
とくぎ フか 

「特技」を使ろコマンドです。ますコマンド「とくぎ」 
b つ？ 

を選んで籲ボタンを押しrください。次に+ボタンでキ 

ャラクターを選び、參ボタンで決舍すると画面が切り換 

わります。なお、キャラクターによって特技の内容が違 

い、以下の操作が変わるので注意しrください。 

♦ミント/法術師...n去柄」の#用 

法術を使います。ま/i術を+ボタンで選び、癱ボタ 

ン。続いr誰に使うかを選び、參ポタンでM行します。 

また、®ボタンでその法術を戦闘時に使うかどうか切り 
か 

換えることができます< 

騮Hでの使用の#i 文字の色；^明るいと使用し、暗 
いと使いません。®ボタンで切り換えます。 

bIz j ^3 L 猜^ 
しようひTP 

法術に必要なテク 
二カルポイント。 

マーク©窟味…xは戦闘時のみ使えるもの。 
がめん つ# 

0はマップ画画でも使えるものD 

J 6馨 メニュー1® (2) 



♦クレス/剣士見習い"………r必殺技jの 
ひっさつとうろく せんとラ つか 

必殺技はここで登録しておかないと、戦闘では使えま 

せん。ます+ボタンで登録先を選び、鲁ボタン。次に必 

殺技を選んで_ポタン。最後にカーソルを「けつrし、」 

に合わせ、_ポタンで登錄完了です。設定を止めたいと 

きは〖もとにもどす』を使います。なお登録Itは4つあ 

り、技によって登録できるところが限られていますP 

カーソルをキヤラクターに合わせ、+ポタンを左右に入 

れると、直接他のキヤラクターの画面に切り換わります 

さつわ？ 

しようひTP…その必殺技 
つか ひつよう 

を使〇のに必要なテクニカ 
ルポイント, 

で:^pn 
しゆうとくりつ…100%でそ 
の技のマスターになります。 

1^ 

S/Vi 
5か こ？げき 

Sレンジ（敵から近いとき）での斬り攻撃 

S/突 Sレンジ（敵から近いとき）での突き攻撃 

L/W Lレンジ（kから遠いとき）での斬り攻擊 

l/突 lレンジ（敵から遠いとき）rの突き攻擊 

※魇術師や召喚師の場合も、画面の見方や倭用法などは 

法術師と同じですまた、必殺技•法術■魔術■召喚術の義 

類については40〜45ページを参考にしてください。 

メニュー画面(2)_17 



そラび 

武器や防具は、アイテムとし 

て持っているだけでは役に立ち 

ません^このコマンドでキャラ 

クターに装備しrおきましよう。『そうび〗コマンド、キャ 

ラクターの順で決定すると装備画面になります。ここで 

もラー度コマンドを選び、參ボタンで決定しrください。 

♦そラび 
ます+ボタンの上下で装備の種類を選び、馨ボタンを 

押してください。左側のウインドウに装備できるアイテ 

ムが表示されます。次に+ボタンでアイテムを選び、 

籲ポタンで装備します。 

カーソルをアイテムに 
圣わせると、！ぢのi 
化が表示されます.I 

線色はアップ、グレイ 
はダウンです 

カーソルをキャラクタ 
の名前に合わせ、+ボ 
タンを左右に入れると、 
のキヤラクターに切 

•Q換えられます。 

装備を選んで®ボタンを押 
そうびひん のうリJ (ち A 

すと、装備品の能A値を見 
ることもできますD 

18•メニュー画面(2) 



♦はずぞ 
しているアイテムを荈します。「そうび』と_ 

様、+ボタンで装備のft類を選び、籲ボタンで決萣して 

ください。 

♦さいてき 
最も効栗的な装備を自動的に選んで装備してくれるコ 

マンドです。カーソルを名前に合わせr_ポタンで実行 

します。なお、〖そのた1」と「そのた2」の装備は含ま 

れません。この2つだけは自分で装備させてください。 

メニュー画面(2)鎌19 



持っているアイテムを調べたり、使ったりするコマン 

ドですDアイテムは大きく『貴重品jとそれ以外のアイ 

テムに分けられています。 

♦ぎちよ5ひんをみる 

カーソルを『きちようひんを 

みる」に合わせ、#ボタンを押 

すと、責重品の画面に切り換わ 

ります。ここで力ーソルをアイ 

テムに合わせると、説明が表余されます。 

責重品はプレイの上で欠かすことのできない大切なア 

イテムです。持つrいるだけで自動的に使いますが、手 

に入れたら一度は説明を南んでおきましよラ。 

♦アイテム 

ますアイテムを+ボタンで選び、籲ボタン 
えら 

で決定します。続いr誰に使うかを選び 

•ボタンで実行してくだ 

さい。また' 武器や防眞 

にカーソルを合わせr 

_®ボタンを押すと、その 

アイテムの能力値を見る 

ことができます。なお、アイテムが多いときは、¢0/®ボ 
ひょうし■> >^あく も^ 

タンで表示部分の送りと戻しができます。 

20* メニユー丽⑵ 



アイコン…力ーソルを砉わせて籲ポタンを#すと、mh 

だ種類のアイテムをiにしrllび変えます。種類は次の 
とおりです。新たに入手/戦闘用/あいラえお順/武 
器/鎧*服/i ■服以外の！^具/装飾品/食べ物/道具 

カーソルを合わせると、 
同じ種類のものが明るく 
ひょうじ 

表示されます。また、 
'みどりいろひょうじ に*うし*ち*<ご 

綠色の表示は、入手直後 
典らわ 

のものを表しrいます。 

マークの意味 
〇 ■ _現在使えるアイテム E-•装備できるアイテム 
X…■現在使えないアイテム 数字"■アイテムの持ち数。 

かんし1そラび 

★簡易装讎 

Eマークのアイテムを選んで修ボタンを押すと、簡 

易装備の画面になります。「そうび』コマンドと違い、 

rはすす」や『さいてき』はできませんが、装備でき 

るキヤラクターや装備した 

ときの能力が一目でわかる 

のでとても便利^「そろびj 

コマンドとうまく使い分け 

よしよノ〇 

メニュー®®(2)®21 



戦闘の際に，主人公以外のも 

のがどのように行動するかを器 

令します。作戦を変えるときは、 
えら け.て、 

ます+ボタンでキャラクターを選び、籲ポタンで決定し 

てぐださい。次に命令を選び、_ボタンで決舍です。 

♦弓使い（チェスター） 
ぶつ5に；：3げきせよ…通fの状雇で、積極的に攻撃 

じでいきます。 

かくじつにしとめよ……確実に命中する範liへ近づく 
まで待って攻撃。 

こうげきをえんCせよ…クレスが攻撃したときだけ攻 

Sします。 

こ5げきするな■……“…HPが少ないときなどに待機 
させる作戦ですD 

♦法術師（5ント） 
こラげ®ほじょを〇かえ…攻撃補助の法術を積極的に使 

っT戦います。 

こ3け老ほじょはてきどに…攻撃補助と回復の法術をバラ 

ンスよく使います 

いのちをだいじに.尚復系に専念し、守備中心で 

藏ぃます0 

じゅもんはつかうな.法術をいっさい使いません。 

22•メニユ_画面(2) 



♦魔術師、百喚師（クラース/ア_チェ） 
じゅもんをかいまくれ…強力な呪文を使って戦います。 

じゅもんをてきどにつかえ■ “やや弱いfi兄文を使っr攻撃し 

ます。 

じゅtiAJMSCfiね5え…最後尾の敵を狙って呪文攻撃 

します。 

じゅもんはつかうa ”…♦呪艾をいっさい使わす、t p 

を温荏しますe 

たいれっ 

戦闘時のキヤラクターの隊列 

を変えます。ます+ポタンでキ 

ヤラクターを選び、馨ボタンを 

押しrください。キヤラクターに□力ーソルが表示され 

たら、+ボタンでキヤラクターを移動させ、着ボタンで 

決定します。 

並び替えが終わったら「けってい」を選び、_ポタン 

で決定です。なお、最初の隊列に戻したいときは〖もと 

にもどす」を選んで攀ボタンですD 

Ui i 

•戦闘の際は並び順のほか、キャラクターの間隔や、 

パーテイー全体の位置も大きぐ影響します。提護]^H 

や敵からのガードを考え、研究してみてください。 
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ステ-タス 

キヤラクターのステータスを鼻るコマンドです。カー 

ソルをキャラクターに合わせ、_ボタンを押すとステー 

タス画面になります。メニュー画面に戻すときは⑬ボタ 

ンを押してください。 

さゆ？ Bか 

+ボタンの左右で、他 

のキヤラクターの画面 

に切り換わります， 

卜 し?-，、r * 

ipT FflgTOI 

.や桩 
J l泣パ在栉 

し*じんこう がめん _ した n とうろ< 

主人公の画面のみ、+ホタンを下に押すと登録してある 

必殺技力<表¥されます^元に戻すときは+ボタンを主に 

押します。 

名前.キャラクターの名前と職業です。 

LV .現在のレベル。経験値が一定値になると 

アップします。 

HP..ヒットポイント（体力）。0になると気 

絶します。左が現在値、右が最夭値です。 

24•メニュー画面(2) 



TP .テクニカルポイント。必殺技や魔術など 

を使ラのに必要です。左が現在値、右が 

最大値です。 

EXP .経験値です。敵を倒すともらえ、一定値 

になるたびにレベルがアップします。 

あといくつ……次のレベルアップに必要なk験値です。 

STR .腕力ですa攻撃力に影■します。 

CON……■体格です。防御力に影钃します。 

AGL •………■敏1*性。命中率や_避率に へ 

影響します。 魏‘卜，‘、 

LUC..幸運度。宿屋に泊まる：.■ 

たびに変化しますD ノp:ノベ. 

こぅげき+■—…W紐を富します。罜父れ 

公のみ「きり」攻撃と 

【つき』攻_のあ 

ります9 

ぼうぎょ……ぽ御力。鹹の攻撃に竝 

す^を官します。1 

めいちゆう……攻擊の命中率を表します。 

かいひ.敵の攻撃をよける確率を表します。 

ぶ吉•からだ*fcて•あたま•ラで•そのた1•そのた2 

...キャラクタ_が身につけている装備の一 

です& 

とぐぎ.現在の必殺技です（M人公のみ)。 

さくせん..戦闘時の作戦です（主人公以外)。 

：w 
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カスタム 

ゲームのfesなどを習 
います。+ボタンの上下 

で項目を選び、左右で変 

更しrください（キーカ 
スタマイズのみボタンに 

よる設舍）&画面の切り 

換えは+ポタンを卞に押し続けます。設定が終わったら 

「けってい」を選び、攀ポタンです。また、最初の設定に 

戻したいときはfもとにもどす」を選んで_ポタンですa 
♦メッセージスビード/メッtz—ジの表示連度。数字に 

カーソルを合わせると画面に☆マークが流れ、美際の 

スピードの参考にできます。 

♦キーカスタマイズ/ボタン操作の変更。操作を選び、 

それに使いたいボタンを押しr決定します。 
♦サウンドしゆつりよく/モノラル■ステレオ•サラウ 

ンドの3種類があります。 

♦エンカウントかくにん/on(こすると、敵と遭遇し广こ 

ときに画面をスクロールさせ、全体を確認できます^ 

♦ターゲッティング/戦闘a|の目標設定の機能を選びます。 

オート.主人公の向いrいる方向で歳も近い敵 
を、自動的に狙っr攻撃します。 

セミオート-初期設定です。通常はオートと同じです 

か' _ボタンで目標を変更できます。 

26_ メニュー画面(2) 



マニュアル……目標の設定をすべrプレイヤー自身で行 

います。 

♦VOICEとくぎ/主人公の必殺技のときの掛け声。ON 

にすると音声あり、〇FFにするとなしです。 

♦VOICEそのた/必殺技以外の掛け声。〇Nにすると音 

声あり、OFFはなしです。 

♦みかたウインドウカラー/ウインドウの色を変更。R 

(赤）G (緑）B (青)の3つのレパーで変更してください。 

♦てきウインドウカラ_/敵のウインドウの色を変更し 

ます。 

ゲーム内容をtーブします。 

tz—フしておくと、あとでゲー 

ムを再スタートするときに、その 

続きからプレイすることができます^ますtープする場所 

を+ボタンで選び(tーブは3つまで0Kです)、_ポタン 

を押してくださいJこれでよろしいですか？ Jというメツ 

セージが出たら『はい_!を選び、■ポタンでセ:ーブ完了です 

setじんつうじよう ばしょ 

SE憶随通常、セーブできる場所 
まち いがい 好 

は町やダンジョン以外のマップ画 

面上に限られますか:記憶陣がある 

ところではどこでも〇Kです。 

メニュー画面(2)参27 



いど5 

移動 

移動は+ボタンで"ぎいます。バーティーのうち誰か1人 

が「ジェットブーツ』を装備しているときは、®ポタンをM 

時[こ押しr#動すると、倍速で#動することもできます。 

かい*^ちょうさもの いどう 

会話/調査/物の移動 

人や物に接しr_ボタンを押 

すと、会話や調査ができます。 

初めての町では、いろいろな人 
はな b 

Bjgtmm 
に話を聞いたり調べたりして、 

情報を集めるようにし  

ましょラ。また、物に 
せ-J お 
接して馨ボタンを押し 

/■こまま#動すると、そ 

の物を動かすことがで 

きる場合か +あります。 

2S*マツ7H®⑴ 

rt ■： 

料 

でを：：操 
どちの 

なたで 
¥ M i 

の1人iTO 
::町 M プTE1 

，やでッ07 
在赫マお 
卜が團 〇と 

ルプす© 
I ツまS 

イマしは 
フ 

は 00 

■ 

ii'ね 
-■ :1:: 

U r T レ 



レアパード mm 
レアバードを利用するときは、マップ画面上で籲ボタ 

ンを押してください。レアバードが上昇したら+ホタン 

の左右で旋回、籲ボタンで加速しますDまた、®ボタン 

を押しながら+ボタンを押すと、旋回せすに移動できま 

す。着陸するときは®ボタンです 

コンパス 

飛行機に乗ると表示さ 
れ、方角を教えてくれ 
ます。 

ヮ-ルドマップ 

層囲の地図と現在地を录しています。スタートボタン 

で表示のON/OF Fができます。 

ワールKマップ 

町の場所が点滅しr 
i示されます。 

マップ画面(1)# 29 



*ち なか どうぐや くだものや 

町の中には道具屋や果物屋などいろいろな施設があり 

ます。武器やアイテムを買ったり、旅の疲れをとったCK 

目的に応じて利用してぐださい。 

①ます+ 

か h <0 Ji ^ II 5 

買い物の方法 

_ポタンで「かう』 

を選び、春ボタン。 

@品物が表示されたら、+ 
け 

ボタンの上下で買いた 

い物を選びます。 __ 

③買い物のISfは+ボタンの左右で決めます。右に押すと 

数を±1やし、左に押すと減らします。 

@悃にも欲しい物があれば、同じよろに選んでください。 

合計金額は「トータル』で表示されます。 

⑤S後に#ボタンで決定A選んだ物を一度に買うことが 

できます。 

HPとTPを最大値まで回復 

してくれますまた、戦闘不能な 

ども回復しますなお、家の中の 

べッドに入ると宿屋がわりに泊まれるものもあります, 

a.: , -luirv -■ 4 ■, 

.:乂ズ-VI' 
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霣ち D ^ M5 ；• 

町の利用法 

道具類を売つrいるお店で、不要品の震い取りもやつ 

ています。 

武器や防具の売り買いを行いますD品物を選s(とキャ 
よ， L*f j■ざし i ラ tf f (1^ -pa 

ラクターの横に現在の装備と比べるマークが出るので、 

参考にしてください。また、品物を選んで®ボタンを押 
^なもののい〆ち ひjうし 

すと、その品物の能力値が表示されますD 

t能カアップ 

1¥新ダゥン 
—変化なし 
一 げん？いそラびち.う E現在装備中 

フードサックに入れる食べ物 

はここで売り買いできます。品 

物を選んで®ホタンを押したと 

きは、『フードサックに入る数」を見ることもできます。 

マッ^HiM(2)鲁31 



tfぬん レiど，，!*ろ 11 で £ eんと3がめん 

マップ画面の移動中などに敵に出会ラと、戦闢画面にな 

りますJSHは|Jニアモーションパトルシステムで行われ、 
簡単なポタン操作だけで、スビ_xィーで迫力ある戦闥 

が展開します。なお、明!闊中はスタート朮タンでポーズ 
をかけることができます。 

ターゲット 

©ボタンで攻擊目ilに表 
示。詳しくは3的ージで。 

2画面分あ〇、ポ 
A相 

ーズ中は1f1ポタン 
の左右でスクロー 
ルさせr見ること 
ができます。 

キャラクター名/ヒットポイ 敵キャラクターの 

ント/テクニカルポイント 4前と数 

霸闢コマンド 

スク！J-ン 

ル—ル 

① isが8iネ能になると、ゲームォーパーです。M 

にせーブしたところから再スタートします。 

② 敵を全滅させるとg睦値やガルド、TPが手に乂り、 

ときにはアイテムも手に入ります。 

32•戦闘丽⑴ 



し*UA■こラ モうさ 

❶公の操作 
ブレイヤーは主人公だけを操作し 

ます。他のキャラクターは、『作戦』 

のコマンドにしたがって主人公を援 

護します（主人公の操作については 

34〜35ページで)。 

❷戦瞄コマンド 

攻撃以外の操作、例えば呪艾 

を使ったり、パーティーを並び 

変えたりといった操作は、戦闘 

コマンドで行います。詳しくは 

36〜37ページを読んでください。また、敵から逃げる場 
あI そうさ よ 

❸S (シヨート）レンジと 

1^ング）レンジ 

主人^と敵との間合いが近 

いときはSレンジ、遠いとき 

はLレンジと呼びます。レン 
^ w♦しんこう こラiff 

ジが変わると主人公の攻撃も 
ちか 

違ってくるので、ぜひ覚えて 

おいて< ださい。 

戦闉画面（1)«33 



しゅじんこう そうさ 

公棚作 

^ 1¢) ? お iiうこう uと7 kiW* 1 

+ボタンを左右に押すと、その方向に移動します。他 
■if V ■— •1こ 

のキャラクターは主人公の動きに合わせて移動します。 
コラしよラわざ 

通常技 
①壽ポタンで主人公が敵を攻撃 

します。通常はimo\攻撃で 
すが、+ボタンの上を押しなが 

ら參ボタンを押すと「突き』攻 

撃にな〇ます。 

•『斬り』はすきが少ないところが有利。 
•「突き」は間合いが長ぐとれる利点がある。 
■武器による向き不向きもある。斧は「斬り』、槍は「突き」 

I に向いており、剣は平均的に使える。 II 

②敵に近いときは#通に攻撃し 

ますが，酷れrいるとダッシ 

ュして攻撃します。攻撃が終 

わると元の彳き置に戻ります 

が、途中で+ボタンを逆に押 

すと立ち止ま次の攻撃はその位置から行います， 

34•戦闕丽⑵ 



しゅしんこ5 f Jさ 

主人公の操作 

強力技 
鲁ボタンの2回連打で、より 

強力な攻撃ができます。Sレン 

ジでは「垂直斬りjや「垂直突き」 

攻撃、Lレンジでは「ジャンプ 
? づ rt 

斬り』「ジャンプ突さjになります^なお、ダッシュで敵に 
ちか かしめ お 

近づいてから2回目のボタンを押すと、ジャンプではな 

^I 

Sレンジで斬り（⑱ボタン） 

Sレンジで突き（+ボタンの上十⑬ボタン) 

Lレンジで斬り（⑬ボタン） 

Lレンジで突き（+ボタンの上+⑮ボタン) 

く「垂直斬り」や「垂直突き」になります, 
^さフねざ 

必殺技 

@ボタンで特技『必殺技」を出しま 

す。必殺技を使ラには「とくぎiコマ 

ンドで、あらかじめ必殺技を登録 

しておく必要があり、ポタンの組み 

合わせと敵との間合いで、奸4種 

類を使い分けることができます。 

L 12^13 r»a 

1 Hi a T3 

ぃ-- 12*つIjq 

* i 卜U r* 

_ Jノ： J 
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甘んと5 

戦闘コマンド 

戦闘中に⑧ボタンをすとコマンドが表示されます。 

コマンド等の選択は+ボタン、決定は響ボタンで行つr 

ください。 

♦じゆもん 
麗術や法術は作戦に®じて自^ 

に蔓ってくれますが、コマ 

ンドで出すこともできます。ま 

す呪文を使ろキャラ 

クターを選び、ボに 

晚艾のそしてr- 
たレ“うえら ^T,< ^ 

対象を選んでくださ 

4 

い。なお、そのキヤ 

ラクターがすでに呪文を唱え ^ 

はじめてしYるときは選ぶこと 

かでSませ/^ 

* 
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TIんと 

戦闊コマン 

♦さ < せん 
主人公以外のキャラクターの作戦を変更します。キャ 

ラクター、作戦の順で決定してください。作戦の内_は 

22〜23ページを参考にしr くださ“ 

♦なSびか无 
隊列を変えます。ます+ポタ 

ンでキャラクターを選び、籲ボ 

タンで決定してください。□力 

ーソルが表示されたら、+ボタ 

ンでキャラクターを移動させ、春ボタンで決定します6 

並び替えが終わったら、「けってい」を選んで_ボタンです。 

なお、この変更はその戦闘の間だけ有_で、戦闘力<終 

わると最初の隊列に戻ってしまいます。 

♦アイテム 
アイテムを使います。アイテ 

ムの種類、対象の順でk定して 

ください。〇マークはそのとき 

使えるアイテム、Xマークは使 

えないアイテムです。 

なお、一度アイテムを使うと、しばらくは次のアイテ 

ムを使えなくな0ます。， ^ 

※戦闘が激しくなると、「じゅもん」と「アイテム」を 

使えなくなることがあるので、注意してください。 

戦闞U®⑶*37 



ターゲツテイング 
3ラし#， V * V ^ 1ちtJ九ちか て# こうげ# 

通常、主人公は一番近い敵から攻撃 

しますが、『カスタム』コマンドで 

ターゲットを「tzミオートJか 

「マニュアル』に設定しておけ 

ば、戦況に応じて攻撃目 
ひようき か 

標を切り換えることがで 

きます。 

切り換えは⑯ポタンで 

行います。1回押すと1番 

近い敵に夕ーゲットが表示さ 

れ、あとは押すたびに他の敵 

に切り換わつrいきます。 

睾 

m 

wとの間合い 
SはSレンジ、しは 

Lレンジです。 

ターゲット 

3谷參戦闞画面(4) 



夕ーゲツテインク/離脱✓ステータス 

mm 
戦闘を避け、敵から逃げ 

たいときは㊆ポタンか®ボ 

タンを押し続けてくださ 

い。画面にメーターが表京 

され、メーターがいっぱい 

になると逃げることができます。 

ステ—タス 

戦闘で敵の特殊な攻撃にあうと、キャラクターのステ 

ータスにトラブルがおきる場合があります。キャラクタ 

一の絵がいつもと違っていたら、ステータス画面でチェ 

ックし、すぐに治療してあげましよラ。トラブJレの種類 

は次のとおりです。 

S……*……•マップ上を移動するたびにHPが減つ 

ていきます。 

麻痺 ..戦闘不能になりますgただしHP等を 

回復させることはできます。 

石1匕 .戦闘不能になり、HP等の回復もでき 

なくなります。 

和險.HPが〇になると気絶し、戦闘不能に 

なります。 

戦闘画面(4) #39 



し1¢しんこ， 3か こうげt [>3. 331□ざ いぢぶ 

主人公だけが使える攻撃が必殺技です> ここでその一部 

を紹介しましよう。また、必殺技を使うときには次のよ 

3なことに注意しましよ3。 

〇登録を忘れないように！ 
必殺技はレベルアップによっ 

r覚えrいきますが、前もって 

「とくぎjコマンドで登録してお 

かないと、戦闘では使えません。 

❾TPの残置に気をつけよう！ 

必殺技を使うとTPを消費し、その技に必要なTPが 

なくなると使うことはできません。 
しゅうとくりつ おラぎ s b 

❸修得率をあげ、奥義を究めるべし！ 

究極の必殺Mといえるのが「奥義』です。これは2つ 

の必殺技を組み合わせた技で、レベルアップではなく^ 

誰かに教わることによって、リストに加えられます。 

しかし、それだけではまだ使 

えません。それに必要な必殺技 

を使っr修得率を上げ、マスタ 

一したとき、初めて使い手とな 

ることができるのです。 

4ommm 



し》 為い 
種顒 レンジ 1 i 
まじんけん 
mwM\ し 

刻圧を南ばして攻撃する。地f 

を歩く敵L有効^ 

ひえんれんきやく 

飛燕連脚 S 
2段蹴りから突き攻撃へとつな 
ぐ、華麗な3連続技。 

しゅ3そ55レざん 

襲爪雷斬 L 备けつけたieiにM#を连じさ 
せる。有効範困が送い& 

あきささめ 

秋逸雨 S 
無数のii続突さを繰〇出し、敵 

を切り刻む， 

滅鋪 S 
穿のごとく、iを^^から 

斬りつける2連続技。 

じゅ"3しょ3らい 

柔招来 S/L 

t たか いち！；てき A < 
気を高めて、一時的に防御力を 

上昇させる技。 

袤じんひえんきゃく 

魔神飛無 L 
i涵iとmWiW^ -み-ゎせ 
た廳。 

鲁属性に注意してHおう！ 
敵の種_や特技、装備には、炎_水，風などの11性"を 

もつものがあり、戦闘にいろいろな影響を与えます例 

えば武器と同じ属性の敵をlifeした場答、滅のHPを 

回復することもあるのです。いろいろと試し、より有効 
/■ >か ぶき Lザ与ぐぞ《せ| t 

な戦いをめざしましょラ。なお、武器や防具の属性は 

「アイテム」コマンドで見ることができますa 

趟踉.41 



な私がみ ffh み 

神々への祈脚によって身に 
い t ft* いふく 55*5 

ついた癒しの力で、回癀、治療 

などを行うのがgkです。 
し！•フし 3か 

法術師だけが使うことがで老、 

レベルアツプによってマスター 

していきます。また、法術を使うとTPを?替Sし、その 
法術に必要なT Pがないと使うことはできません。 

なお、戦闘では_動的に法術を使ってくれますが、で 

きるだけ効果的に戦うようにするな5、メニュー画面の 

rとくぎ」コマンドでときどき使用する法術を指定するよ 
うにしましよう。これは鼸術や百喚術の場爸も同じです。 

しV る 

ft 穩類 
か n jr 

ファ-ストエ仆 味方1人のHPを少し回復E 

ディ-プミスト 霧で敵の命由率をダウン。 

ビコハン @1を気絶させる^ 

ヒ■ル 味芳1人のHPを回-。 

アンチド■卜 味方1人の毒を治療, 

サイレンス 敵の脱文をKじこめる. 

アシッドレイン 酸の雨で敵の防德i；6をダウン。 

キュア 味方1aのHPを关きく i復。 

42•法術 



i i こうか 
HHR 

ヴァルキリ- 味方全員の攻撃力をアツブ。 

yカバ- 毒、麻痺、石化の治療^ 

パuア- 4方全員の防御力をアップ。 

fmi\f A fyt ujrうたいぺ~か かいしょ 
味方の状態変化を解除。 

ナ-ス 味方全員のHPを 复& 

ディレイ 敵の移動速度をダウン。 

mm 43 



鼸術は主に攻撃のための游です。i3とTPを南病し、 

その麻術に必要なTPがないと使えません。また、法術と 

違ってレベルアップでは覚えられず、呪文を記した書物を 

手に入れることによってマスタ_します。 

Li» 纟ぃ 
糧類 

こ5 か 

効果 

ファイア■ポ■ル かえんだん はっしゃ ktfr- t 

火炎弾を発射して戦ラ魔術 

イラプション 
ようがんけ為亡 t * や is：ら. 

溶岩流が敵を焼ぎ払 

ェクスプ□-ド 
ばeばつ て？ う <n aの；wifいさいs +うじ《つ 

爆発で敵を打ち砕 <。炎系最強の術 

ラ仆ニング 
6 くらい はな てき かんでん 

落雷を放ち敵を感電させる。 

サンタ■プレ■ド 
だい らい T# こ5¢き 

巨大な落雷で敵を攻撃, 
#1^6 U L 

インデグニシヨン 
かみ 1¢ずちかみりL九1!なか さいきようLJ ft-p 

神の雷a雷系の中では最強の術。 

アイスニ-ドル 無数の氷刃で敵を切り刻む。 
7JCt 访13 
S|?ii 

アイストネ-ド 敵を氷の嵐にiみ込む。 

夕機遞 
こラずい ft みTけいさい韋ようじ《つ 

珀水を起こす，水系最強の術。 

グレイブ 槍状のiを葵笙させて攻擊n 
地3 

^ J wTZi' 
スト■ンウォ-ル 敵を岩の中に閉じ色めるB 

デスク5ゥド 腐誇の雲が敵を登み込む。地系最強。 

無u 

属T 
性？ 

トラクタ■ビ-ム 敵を(宙に浮かせ、落卡させる。 

メテオストム 隕石を敵に瘇卡させる技。 

44•麵/召喚術 



しょちかんし中つ 

固喚術 
至上1れい IJd V < せいれい しち0^ し 

精霾と契約することによCK精霾を百暖してその力を自 
由に使えるようになるのが百換術です^精噩と契約するに 

は、どこかで‘契約の指»rを手に人れることが必要です。 
いろいろな情糴をもとに探し出してください。なお、召喚 

術を使うときも、魔術や法術と同様、TPが必-になりま炙 

し《 るい 

種類 
こ？ 访 

i果 

シルフ 4大元素のひとつ、kcolm 
シルフを召喚する 

ウンディ-ネ 4关芫砉のひとつ、?mmm 
をs喚する。 

ノ-ム 4关完素のひとつ、±C30ii 

を召喚する。 

イフリ■卜 累のひとつ、ルのmM 
を召噢するD 

ヴォルト ヴォルトを1^^する。 

グレムリンレア- 
■•■1こしえ ふういん , &んし* h A S.かい 

to小をiMに^^する0 

魔術/召喚術參45 



Ifラけんたび ちの 

冒険の旅になくてはならない物のひとつが、アイテム 

です。ここでその一部を紹谷しましよ5。なお、アイテ 
ムは1種類につき15iまで持つことができます。 

^ちよ504 

賣塗品 

ブレイ上の必須アイテムです。自分が直接コマンドで 

使うことはありませんか\手に人れたら一度はどんな物 

か調べておきましよラ。 

どうぐ 

道具 

oiSのアイテムやMliSの 
アイテムなど、ft類も用途もい 
ろいろな物があります。いざというときにあ 

わてないよう、道具の使い方もメニュー画固 

の「アイテム』コマンドで確かめrおきましよう。 

h co 

食べ物 

フードサックに入れておくと、歩くだけでHPを回癢 
してくれるたいへん便利なアイテムです。高備なものほ 

ど回復できる割合も高くなります。お求めは^料品店や 

スーパーなどで。 

46書アイテム 



ふ e 

武器 

装備しておくと戦闘で使います。 

剷搶•斧*弓•校などのタイプ 

に分かれ、キャラクターによって 

装備できる物が違います。 

そ含しよくひん 

獅品 

武器と防具以外に、各キャラクター 

は2つすつ装飾品を装備できます。効 

栗は種類によってさまさまです 

戦闘で身を守ります<*，《§• 

頭•腕の4種_を装備しますが、 

武器と同じように、キャラクタ 

一によつr装備できる物が違 

います。 

アイテム*47 



クレス•アルべイン 
げんじ_づしはん ち しんこ 

剣術師範の血を引く主人公 
Bn^rl 
男 

aい气] «とご 

性別 
bJt<L? 4 ^ 

Q Ai 41 1 

年黻 
しんち*ラ 

身長 

けんしみなら 

刻士見習い 
きし， 

17才 
170cm 

t* b m■ゆつ w h 

卜ーテイス村出身。 
けんじ《ウどうしj：i ^ ちち 

剷術道場の師範を父 
b おさな ころ 

に持ち、幼い頃から 

手ほどきを受けた 
ラTf九 くろうと 

腕前は玄人はだし。 
あいて @ h さ， 

相手の気持ちを察し、 

気を配ることがで 
やさ せ!^かく 

きる優しい性格 
たび とあ せ、 

で、旅を通しr精 
しんてき おお 

神的にも大きく 
せいらよう 

成長していく。 

48_キャラクター紹介（1) 



iしの術に長けた 
雾し吿法術師 

極別：女 

IS集：法铜師 
ねんれい 

年齡：18才 
しhち4,予 

身畏：162cm 

この物語のヒロイン。 

性格は控えめrおとな 
しいが、いざ戦闘と 

いラときには癒し 
ちからフか 

の力を使い、み" 

んなをサボートす 

る頼ちしい面ちあ 

る。三ステリアス 

な雰_気を漂 

わせた女性だD 

キャラクター紹介0)拳49 



敬通gr節 
« に 

クレスの無二の親友 
せいへ3 こ 

性別：男 
しラ ゆみ：：が 

職業：弓使い 
13 hf n Vh 5 lr- 

年齢：17^ 

身長：175cm 
おさぬ 10¢ 

クレスの幼なじみ。幼い 
ころりよラしん 夺 い 

頃に両親を亡くし、それ以 

来、妹と会人で暮らしてい 

た。ひようひようとした性 

格だが実は秘めfcる情熱家 
で、曲がったことかブ;嫌い。 
きりi二ん^ ^ ひと(■ちdしAフ 

■孓成フ£：フしx勹 

魔法道場で 
し*ラかんし®つ けんSwう Stこ 

百喚術の研究をする男 
せし，ぺ：？ Btこ 

男 
し* 3咿んし 

召期師 
性別 
しょく管ょう 

S業 
没んnレ 

年醵 
身S 

29螢 
176cm 

しようか凡まtiう Lfんき电うか し*#もん 

召喚臟法の研究家。呪文 

探索のrこめクレスたちと行 

I)を共にする。他人に対し 

てあまり心を開かす、特に 

エルフには自分が魇法を使 

えないといラ劣等感のため 

素直になれない。 

50 _キャラクター紹介(2) 



アーチェ•クライン 
せいれいDfr DFKI 

精濯使いの娘 
性別 女 
職業 Mmm 

年鼸 17茅 
1ち式5 

157cm 
むらし#つし九 

ハーメル村出身のハーフ 

.1ルフ。魔術を操り、ほう 

_に乗って空を飛ぶことも 

rさる。性格はたいへん人 

ハつっこく、人見知りとい 

うことを南らない，仲間の 
て？そんざぃ 

vスコット的存在だ。 

卜Uニクス• 

クレスたちの 

良ぎアド八イザー 
tfいHi:こ 

性別：男 
II： urn 

taんn u tい 

年齢： 3S才 
身長：170cm 

い*3けん # 

一見、気さくでひようき 
.ふラ ぃちれん し 

んなおじさん風。一連の事 

件のつながりにいち早く気 

ferき' 鼠か—こし 

た切れ者でもある。実はク 

レスやミントの親たちとは 

古くからの柴)り合u 

キャラクター紹介(2)❿51 



テイルズオブファンタジア主題歌 

夢は終わらない〜こぼれ落ちる時の零〜 
L ■じLfVむしょ7こ #1* J < 敢#ぐ右レ！*# 今たよしe 1¢ 

作詞：藤林聖子 作曲：関口敏行 歌；吉田由香里 

S昼の空月があなたの目をさらう 
3 ^ t 

ずっと待ってたこの時—• 

もう涙終わらせる夜明けに 

まぶた溶ける陽射し遠い明日の記憶 

ここに目覚めの時降りる 

★見つけてYour dream壊れかけた 

時間に埋もれたその力に気付いて 

見つけてYour dreamどこへいても 

閫こえてる想い伝いKiss Kiss Kiss 

frあなたの見た9は現実での未来 - 

»^_がこぼれる手のひ5もろ空が—恐れない夜明けを®! 

MにHb、れる夤¥鼻っめなが5 . 

^二度と会えないなら……言うよ 

見つけてYour dreamどんな時も 

目の前の痛み消せないわ願いを 
見つけてYour dream時が来ても 

覚えてる時を越えてKiss Kiss Kiss 
m. ■ 

★Rep JASRAC t±39564029-501 
VICL-12022 

52•主酸 



発売予定 
ナムコ公式ガイドブック 
『テイルズオブフアンタジアJ 

aMMiiifi 
フローチヤートに沿って、イベントを詳細なマップで 

徹运紹介！冒険に必要な情麵•アイテム•«法などの 
6 J S EJ 5けい い7さ3 

データも全て網■したファン必携の一冊。 

•編集ナムコ 
馨発売元徳間害店 予価980円(I迗) 

火災や感Eを防止するために次のことを必ず守つてください。 

•使用後はA Cアダプタをコンセントから必ず抜いてお 

いてくださし1 

使用上のお晒い 

書liiiiですので，liiなill案#和でのゃfliM | 
び強いショックを避けてください。また、絶対に分解し 

ないでください。 

子部に手を触れたり、水にぬらすなど、汚さないよう 

にしてください。故随の原因となります。 

•シンナー、ベンジン、アルコ_ル等の揮発油でふかない 

でください。 

•カセツトの脱®時には必ずスー八ファミコン本体の電I 

源スイッチをお切りください。 

使用上のお願い•53 



3L-JC-:Dフ任天ttのEHRH欉で炙 

aMMi 
TM 

>:をクじエイトする-一 
)52 C^)株式会社J コ 

•ゲーム内容等についてのお問い合わせは、下記まで 

(株)ナムコ•ナムコット係 \ 
〒146東京都大田区矢Q 2-1-21Sg3 (3756)7651 

•故障のお問い合わせは、telい求めのお店、もしくは下記まで 

(株）ナムコ_東京サービスセンター 
〒222神奈川県横浜市港北区禅町2-140 S横浜045 (542)8761 

FOR SALE AND USE IN JAPAM ONLY AND COMMERCIAL RENTAL PROHIBITED 

本品は日本国内だけの販売および使用とし， 
また商業目的の霣BEは禁止されていますU 

©藤岛康介 
Produced by NAMCO LTD ©1994 NAMCO LTD All RIGHTS RESERVED 



キヤ5クター？サイン■騰■介 

namco 
super Famicom 

&響S 0或 S&因0酿 31-JC-コ7Sココ0 SHVC-P-ATVJ (JPN) 



namccr 

MO? 
m\ 

« 
バッテ1J_パックアップfij 

¥iax 7tj jjmjmv 

キヤ5クタ：デザインに藤島®介氏奄fflえ、SFCで初めて 
ナムコが贈るフアンタジー□—ルプレイングゲーム。 

4Bメガ©大容量*租簡した美しいクラフィック，迫力©ヴォイX。 
»2^ ら せん占费 11=アトシa州喊 

して、全く躕しいタイプ®覼闊システム-LM Bシステムによ0 
**3 せんと， C；ブtfん 

アクシ3ンゲームさながS©)B Uアルな鼸闊シーン*実现 
い■ ¢3だい «L1 芒 拿 

今、壮大なstiisのスト_y-が君*待つ。 

レ 

n^i wt? 

■■•V い i. 

A注意 保証害在中 
スー/\+—ファミコンをプaジ又クシ3ンテレビ（スクリーン投影式のテレビ）に 
接統すると、残像現象（面面ヤケ）が生ずるため、接続しないでください& FOfl SALtAND 明£ IN JAPAN ONLY AND COMMERCIAL ASNTAL PRaHI0lT£O. 

本品は日本国内だけの販充および使用とし、 
また商業目的の霣货は禁止されています。 

♦精密檐器につき、棰端な温度変化やショックをさけて下さい。また、分解したり、 
端子部を汚したりしないで< ださい。 

■バッテリーパックアップ機能付きのカセットの場合、むやみに爾源スイッチや 
リセットスイッチをOM* OFFにすると，蓄積されている内容が消えてしまうこと 
があります3なお，バックアップについては.取扱脫明香をご参照ください。 

「'仿7ぐをクリエイトする---- 
株式会社ナムコ 

亍146東京都大田区矢口 2.141ナムコ_ノト係003(3756)7651 

Produced bj^ NAMCO LID, ©1994 NAMCO LTD., All RIGHTS RESERVED 


